
 

2021年５月 21日 

 各      位 

    会 社 名   秩 父 鉄 道 株 式 会 社 

代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長   大 谷  隆 男 

（JASDAQ・コード 9012） 

問 合 せ 先   取締役執行役員総務部長  武部 一弘  

（TEL  048 － 523 － 3311） 

 

 

（訂正 ・数値データ訂正） 

「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

   2021年５月 14 日に公表いたしました「2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部   

  に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。また、数値データにも訂正が 

  ありましたので、訂正後の数値データを送信いたします。なお、訂正箇所には、下線を付して表 

  示しております。 

記 

 

    １．訂正の理由 

       「2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に経営成績等の概況、連結財務諸 

       表及び主な注記に記載の誤りが判明したため、訂正するものであります。 

 

    ２．訂正箇所 

      〇添付資料 

      １．経営成績等の概況 

         ＜決算短信 ３頁＞ 

       （２）当期の財政状態の概況 

 

      ５．連結財務諸表及び主な注記 

         ＜決算短信 ８頁＞ 

       （１）連結貸借対照表 

         ＜決算短信 12頁＞ 

       （３）連結株主資本等変動計算書 

          当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）  

 



   ３．訂正内容 

 

     １．経営成績等の概況 

      (２)当期の財政状態の概況 

     【訂正前】 

     （負債） 

      負債は前連結会計年度末に比べ429百万円増加し13,258百万円となりました。流動負債は前連結 

     会計年度末に比べ477百万円増加し3,978百万円となりました。流動負債増加の主な要因は、その他 

     に含まれる未払費用並びに預り金がそれぞれ増加したことによるものです。また、固定負債は前連 

     結会計年度末に比べ48百万円減少し9,279百万円となりました。固定負債減少の主な要因は、長期 

     借入金が増加した一方、特別修繕引当金並びに繰延税金負債の減少によるものです。 

 

     【訂正後】 

     （負債） 

      負債は前連結会計年度末に比べ429百万円増加し13,258百万円となりました。流動負債は前連結 

     会計年度末に比べ1,136百万円増加し4,636百万円となりました。流動負債増加の主な要因は、資産 

     撤去引当金及びその他に含まれる未払費用並びに預り金がそれぞれ増加したことによるものです。 

      また、固定負債は前連結会計年度末に比べ706百万円減少し8,621百万円となりました。固定負債 

     減少の主な要因は、長期借入金が増加した一方、資産撤去引当金及び特別修繕引当金並びに繰延税 

     金負債の減少によるものです。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ５．連結財務諸表及び主な注記 

     

    【訂正前】 

     （１）連結貸借対照表 

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 

当連結会計年度 

(2021年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 331,899 378,740 

短期借入金 1,161,000 961,000 

１年内返済予定の長期借入金 999,869 1,100,822 

未払法人税等 45,859 53,388 

未払消費税等 78,253 174,145 

賞与引当金 188,839 157,790 

その他 694,642 1,152,160 

流動負債合計 3,500,364 3,978,046 

固定負債   

長期借入金 2,063,421 2,442,508 

繰延税金負債 239,278 50,939 

再評価に係る繰延税金負債 4,494,244 4,426,748 

退職給付に係る負債 1,565,754 1,467,938 

特別修繕引当金 166,400 6,300 

長期預り金 91,957 85,563 

資産撤去引当金 658,597 658,597 

その他 48,371 141,371 

固定負債合計 9,328,025 9,279,967 

負債合計 12,828,389 13,258,014 

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000 

資本剰余金 21,952 19,014 

利益剰余金 △176,745 △538,724 

自己株式 △31,366 △31,525 

株主資本合計 563,839 198,764 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 172,146 282,349 

土地再評価差額金 9,846,834 9,699,958 

退職給付に係る調整累計額 16,799 △682 

その他の包括利益累計額合計 10,035,780 9,981,625 

非支配株主持分 11,711 11,563 

純資産合計 10,611,331 10,191,953 

負債純資産合計 23,439,721 23,449,967 

 

 

 

 

 



   ５．連結財務諸表及び主な注記 

      

    【訂正後】 

     （１）連結貸借対照表 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 

当連結会計年度 

(2021年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 331,899 378,740 

短期借入金 1,161,000 961,000 

１年内返済予定の長期借入金 999,869 1,100,822 

未払法人税等 45,859 53,388 

未払消費税等 78,253 174,145 

賞与引当金 188,839 157,790 

資産撤去引当金 － 658,597 

その他 694,642 1,152,160 

流動負債合計 3,500,364 4,636,644 

固定負債   

長期借入金 2,063,421 2,442,508 

繰延税金負債 239,278 50,939 

再評価に係る繰延税金負債 4,494,244 4,426,748 

退職給付に係る負債 1,565,754 1,467,938 

特別修繕引当金 166,400 6,300 

長期預り金 91,957 85,563 

資産撤去引当金 658,597 － 

その他 48,371 141,371 

固定負債合計 9,328,025 8,621,369 

負債合計 12,828,389 13,258,014 

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000 

資本剰余金 21,952 19,014 

利益剰余金 △176,745 △538,724 

自己株式 △31,366 △31,525 

株主資本合計 563,839 198,764 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 172,146 282,349 

土地再評価差額金 9,846,834 9,699,958 

退職給付に係る調整累計額 16,799 △682 

その他の包括利益累計額合計 10,035,780 9,981,625 

非支配株主持分 11,711 11,563 

純資産合計 10,611,331 10,191,953 

負債純資産合計 23,439,721 23,449,967 

 

 

 

 

 



   ５．連結財務諸表及び主な注記 

 

    【訂正前】 

    （３）連結株主資本等変動計算書  

     当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

    (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 750,000 21,952 △176,745 △31,366 563,839 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
  △531,341  △531,341 

自己株式の取得    △162 △162 

自己株式の処分  0  4 4 

持分変動による増減額  △2,938 22,169  19,231 

土地再評価差額金の取崩   147,192  147,192 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － △2,937 △361,979 △158 △365,075 

当期末残高 750,000 19,014 △538,724 △31,525 198,764 

 

       

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
 

その他有価証券

評価差額金 
土地再評価差額金 

退職給付に係る

調整累計額 

その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 172,146 9,846,834 16,799 10,035,780 11,711 10,611,331 

当期変動額       

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
     △531,341 

自己株式の取得      △162 

自己株式の処分      4 

持分変動による増減額      19,231 

土地再評価差額金の取崩      147,192 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
110,202 △146,875 △17,481 △54,154 △148 △54,302 

当期変動額合計 110,202 △146,875 △17,481 △54,154 △148 △419,378 

当期末残高 282,349 9,699,958 △682 9,981,625 11,563 10,191,953 

 

 

 

 

 



   ５．連結財務諸表及び主な注記 

 

    【訂正後】 

   （３）連結株主資本等変動計算書 

      当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

    (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 750,000 21,952 △176,745 △31,366 563,839 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
  △531,341  △531,341 

自己株式の取得    △162 △162 

自己株式の処分  0  4 4 

持分変動による増減額  △2,938 22,486  19,548 

土地再評価差額金の取崩   146,875  146,875 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － △2,937 △361,979 △158 △365,075 

当期末残高 750,000 19,014 △538,724 △31,525 198,764 

       

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
 

その他有価証券

評価差額金 
土地再評価差額金 

退職給付に係る

調整累計額 
その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 172,146 9,846,834 16,799 10,035,780 11,711 10,611,331 

当期変動額       

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
     △531,341 

自己株式の取得      △162 

自己株式の処分      4 

持分変動による増減額      19,548 

土地再評価差額金の取崩      146,875 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
110,202 △146,875 △17,481 △54,154 △148 △54,302 

当期変動額合計 110,202 △146,875 △17,481 △54,154 △148 △419,378 

当期末残高 282,349 9,699,958 △682 9,981,625 11,563 10,191,953 

以上 


